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巻頭言

　アジア眼科医療協力会を立ち上げた黒住先生が亡くなられて１０年になります。

　黒住先生の優しさ、和やかさ、そして、ひとつのことを決して諦めずに継続する頑固さを、私たちは忘れません。

　先生が活動してこられた時と異なり、ネパールは随分と変わりました。眼科医の数が増え、たくさんの大学病院も
でき、ネパール人自らの手でたくさんのアイキャンプが行われるようになりました。
　
　しかし、ネパールの僻地で、世界の多くの場所で、多くの人々が適切な医療の恩恵を受けることなく失望している
現実はまだいくらでもあります。
　
　私たちは、私たちを必要としてくれる人々のために、黒住先生のように、怒らず、争わず、大声を張り上げず、そ
して粘り強く、やさしい心と静かな情熱を持って、われわれのできる活動を継続してゆきたいと思っています。

　これからも皆様からのあたたかいご支援をお待ちしています。

アジア眼科医療協力会理事長

飽浦　淳介
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事業報告

Ⅰ . インドダラムサラアイキャンプと現地支援事業
1. ダラムサラアイキャンプ
2011 年 12 月 27 日～ 31 日、インド北西部の山岳地帯ダ
ラムサラで、今年も 12 回目のアイキャンプを施行した。
チベット亡命政府が管轄する Delek 病院への派遣にて、
岡田明を隊長とし、柏瀬光寿、浅野宏規ら 8 名の眼科医
を含む 12 名の医療チームが、進行した白内障患者 64 名

（チベット難民 9 名）に無償の手術を行った。
2. 現地支援事業
昨年 Zonal 公立病院に寄贈した YAG レーザー装置が稼
働し、後嚢切開術とレーザー虹彩切開術が Dr. プリーに
よって施行されていることを確認した。

Ⅱ . ネパールでのアイキャンプへの協力
　NGO 組織 EArTH が主催して行う、ネパール共和国
ヒマラヤ丘陵地帯ボジュプールでのアイキャンプ（2011
年 12 月）と、カトマンズ盆地北部の丘陵地帯ナモブッ
ダのアイキャンプ（2012 年 3 月）に対して、資金と人
材面で協力した。

Ⅲ . 手術教育・人材養成事業（JICA-AOCA プロジェ
クト継続事業）
　AOCA と Japan Internat iona l  Cooperat ion 
Agency(JICA) との 3 年間の協働プロジェクト「ネパー

ル眼科医療強化プロジェクト」の柱の 1 つであった眼科
医への超音波白内障手術教育プログラムの中で生まれた
手術練習用モデル眼「KITARO」を使った実践的手術
教育セミナーを、バングラディシュで 1 回、ネパールで
2 回、日本国内で 3 回行った。また、AOCA/JICO 手術
トレーニングルームで、日本人眼科医 4 名・外国人眼科
医 2 名への手術教育を行った。

Ⅳ . ネパールナラヤニアイケアプロジェクト（NECP）
継続事業とその他の事業
1.NECP継続事業
1） 2011 年 6 月、日本で修理した YAG レーザー装置を

ネパールに輸送、ゴール眼科病院に設置した。
2） 2011年12月、新品に近い中古ツァイス手術顕微鏡（和

歌山 的場眼科寄贈）をネパールに空輸し、ゴール眼
科医病院に設置した。

3） 2012 年 3 月、内藤理事がネパールを訪問し、ゴール
眼科病院を視察、指導した。

2. その他の事業
・ AOCA より NNJS にスリットランプを寄贈、ビラト

ナガールのOA診療所に設置した。（内藤理事が運搬）
・ NNJS の行うネパール国内の疾病調査への各 NGO 分

担協力金１０万円を寄付。

（2011 年４月１日～ 2012 年 3月 31日）

Ⅰ . 概要

Ⅱ . アイキャンプ及び関連事業

１．インド・ダラムサラでのアイキャンプと現地支援関
連活動
a) ダラムサラアイキャンプ
場所：インド・北西部丘陵地ダラムサラのデレク病院
期間：2011 年 12 月 23日～ 2012 年 1月 2日（現地
滞在は 4日）

背景：
　ダラムサラにおいて、チベット人難民治療を行うチ

ベット難民政府の運営するデレク病院、地元のロータ

リークラブ、インド州立病院の Dr. プリ―らと協力して

行う無償の眼科診察白内障手術活動で、今回で１２回目

となる。

　ダラムサラはインドでも特殊な地域で、チベット人は

難民という社会的な背景から、インド人は貧困のために

眼科医療へのアクセスが充分でない。

メンバー： 
〈隊長〉 
岡田　明（公立甲賀病院） 

〈医師〉 
柏瀬　光寿（柏瀬眼科） 
浅野　宏規（なめがた地域総合病院） 
藤川　正人（公立甲賀病院） 
山名　正昭（滋賀医科大学） 
塚原　林太郎（東京医大霞ヶ浦病院） 
福田　慎一（筑波大学） 

〈チベット医〉 
小川　康（個人的範囲での Help） 

〈研修医〉 
田寺　正樹 
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事業報告

〈看護師〉 
沼田　美紀（筑波大学付属病院） 

〈事務マネージャー〉 
古寺　瑞代 

〈ボランティア〉
山根　康作（日本アルコン株式会社） 
田宮　千佳民（元アルコン社員、シンガポールより参加） 
 
成果： 
外来患者数　257 名 
白内障手術　64 名

　外来診察で選別した進行した白内障患者 64 名（チベッ
ト難民 9 名）に無償の白内障手術（小切開 ECCE）を施
行した。ただ、1 人の患者の前嚢切開中に患者が不穏に
なり手術が継続できず、全身麻酔が行える病院に移送す
るといったハプニングがあったが、その他の全ての患者
に眼内レンズを挿入し視力を回復する事ができた。
2011 年１月末に足利ライオンズクラブからインド州立

（ZONAL）病院に寄贈した YAG レーザー装置を（柏瀬
医師が 2011 年５月のレセプションに参加）を使って、
Dr. プリーが 44 名の後発白内障患者に後嚢切開術を施
行し、4 名の狭隅角緑内障の患者にレーザー虹彩切開術
が施行していることを確認した。

＜関連論文＞
　ダラムサラアイキャンプに関して以下の論文が掲載さ
れた。
　「海外医療協力活動に携行する眼内レンズ度数の検　
討」浅野宏規，岡田明，柏瀬光寿，籠谷保明，黒田真一
郎，飽浦淳介：臨床眼科 65(7)：医学書院（2011 年 7 月
15 日発行） 

２．ネパールでのアイキャンプへの協力
　以下のネパールでの２カ所のヒマラヤ丘陵地帯のアイ
キャンプは、元々 AOCA のアイキャンプに何度も参加
してきた関西医大の松山加耶子先生を中心とする NGO
団体EArTHが主催するアイキャンプである。AOCAは、
資金（10 万円× 2）と AOCA からの人材協力という形
でこのアイキャンプをサポートした。

a) ボジュプール眼科・耳鼻科・外科・小児科合同アイキャ
ンプ
場所：ネパール東部丘陵地帯ボジュプール郡ディングラ
村 
期間：2011 年 12 月 28 ～ 2012 年１月４日のうちの３日
間 
メンバー： 

〈隊長〉 
松山　加耶子（関西医大眼科）（EArTH 代表、AOCA
会員） 
他４名の眼科医、２名の小児科医、１名の耳鼻科医、他
医師２名、看護師２名、ボランティア３名 
成果：…
眼科外来 485 人＋スクリーニングキャンプ 538 人 ¬ ＝
計 1023 人 
白内障手術 31 例 
外科　外来 145 例　手術 2 例 
耳鼻科　外来 319 例　手術 3 例 
小児科　外来 152 例 
合計　外来 1639 例　手術 36 例…

b) ナモブッダ眼科・形成外科キャンプ
場所：ネパール中央部丘陵地帯ナモブッダ
期間：2012 年３月の３日間 
メンバー： 

〈隊長〉 
松山　加耶子（関西医大眼科）（EArTH 代表、AOCA
会員） 
内藤毅 AOCA 理事他 4 名の眼科医と 2 名の形成外科医、
２名の医学生、１名の看護師、大中信行氏ら 5 名のボラ
ンティア 
成果： 
眼科外来 598 人＋スクリーニングキャンプ 682 人計
1280 人
眼鏡処方 132 人
眼科手術 70 人
形成外科外来 164 人
形成外科手術 34 人
計　外来患者　1444 人　手術　104 人
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事業報告

　AOCA は、基本方針として、2011 年からはそれまで
の活動の柱であったネパールアイキャンプを AOCA 単
独では行わないことにした。これは、ネパールでは眼科
医の数が増え、ネパール人眼科医が自らチームを作りア
イキャンプをすることができるようになったからであ
る。アイキャンプに代わって、今後は眼科手術教育・人
材養成活動を活動の中心に活動を行ってゆく予定であ
る。

　手術教育は、AOCA と JICA との協同プロジェクト「ネ
パール眼科医療強化プロジェクト」の中で AOCA 理事
長飽浦が開発した手術練習用モデル眼「机太郎」を主に
使って行っている。この「机太郎」は、先進国で主に行
われている超音波白内障手術や、開発途上国で主に行わ
れている自己閉鎖創水晶体嚢外摘出術のみならず、白内

障手術中の合併症処理、小瞳孔やチン小帯断裂処理など
の難症例まで練習する事ができる。

　この「机太郎」の開発と手術指導・学習マニュアルの
作成によって非常に質の高い手術教育ができるようにな
り、短期間に熟した術者を養成することが可能になった。
開発途上国で 1 人の手術技術力のある眼科医を養成する
と、その医師は 1 年間に約５千人の眼科手術を行うこと
ができる。世界の失明者の 90％は開発途上国に住んで
おり、失明者の約半分は白内障が原因である。もし２０
人の眼科医を育てると１０万人の失明者が光を取り戻す
ことができることになる。したがって、世界の失明問題
を解決する上で、白内障手術教育は非常に重要な役割を
果たすことになる。

Ⅲ．手術教育・人材養成活動

以下に、今期 AOCAが主催又は他団体と共催して、日本国内及び海外で行った手術教育・人材養成活動を示す。

1. 諸外国で行った手術教育セミナー

日時 名称 内容 場所 コース 主催

2011 年 4 月
イスラミア眼科病院
白内障鵜手術セミナー

超音波白内障手術教育
ダッカ

（バングラデシュ）
半日 POSA/AOCA

5 月
トリプバン大学教育病院
白内障鵜手術セミナー

超音波白内障手術教育
カトマンズ

（ネパール）
半日 AOCA

5 月
ネパールアイホスピタル
白内障鵜手術セミナー

超音波白内障手術教育
カトマンズ

（ネパール）
半日 AOCA

イスラミア眼科病院（バングラデシュ）での白内障手術教育（POSAとの共同事業）

この時、神埼ライオンズクラブからPOSAを通して、バングラデシュの９カ所の病院へ「机太郎」が寄贈された。
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2. 日本国内での手術教育セミナー

3.AOCA/JICO 手術トレーニングルーム（西宮の AOCA 事務所内）での教育

日時 名称 内容 場所 コース 主催

2011 年 10 月
JSCRS ウィンターセミナー
初級者基礎トレーニングコース

白内障手術（PEA/
ECCE）、合併症処理等

東京
アルコン

2 日 JICO/AOCA

11 月
JSCRS ウィンターセミナー
中級者スキルアップ・ 
指導者養成コース

白内障手術（PEA/
ECCE）、合併症処理、
小瞳孔やチン小帯断裂
等難症例・IOL 縫着等

東京
アルコン

2 日 JICO/AOCA

11 月 徹底的実践セミナー in 大阪
白内障手術（PEA/

ECCE）、合併症・小瞳
孔処理、IOL 縫着等

大阪
エイエムオー

1 日 AOCA

日時 受講生 内容 コース

2011 年 5 月
9 月
9 月

10 月

串本リハビリセンター眼科医
オーストリア眼科医 Dr. アニール
タンザニア眼科医 Dr. サニイワ
京都府立医科大眼科医
宮崎大学獣医師

超音波白内障手術
超音波白内障手術、ECCE

超音波白内障手術
超音波白内障手術、ECCE

超音波白内障手術

1 日
1 日
3 日
4 日
1 日

JSCRSウインターセミナー (東京）での白内障手術教育

Dr. サニイワ（タンザニア）への白内障手術教育

（３日間集中して、実践教育を行った。）
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１．ゴール眼科病院支援
　ゴール眼科病院で働いていた Dr. ダハールは、ゴール

のような僻地で働くことに自分の将来への漠然とした不

安を感じ、より都市のビルガンジ市のケディア眼科病

院に移った（医師不足であったケディア眼科病院と利害

関係が一致）。ゴール眼科病院の眼科医は、ジャー院長

１人になってしまい、白内障手術を必要とする莫大な数

の患者が存在するこの地域にとって非常に困った状態に

なっている。ゴール眼科病院では、最低３人の手術が行

える眼科医が必要である。

 

　ネパールのゴ―ル眼科病院の現状に限らず、開発途上

国だけではなく日本の僻地では、医師の数は極端に不足

しており、大都市ばかり医師が集中し、社会的大問題と

なっている。ネパールにおいては、大学病院が 8つも

できて多くの医師を送り出している現状がある。この大

学の若いドクターの手術研修病院として、僻地の病院に

医師がローテート（期間限定で交代）していくシステム

の構築が望まれる。

 

ゴール眼科病院では、手術顕微鏡が古くなって見えなく

なっており、超音波白内障手術装置も壊れて動かなく

なっている。ゴール眼科病院では、若い研修医が来て学

ぶことができる環境を整えておく意味で、手術設備を充

実させておくべきだと考えている。

Ⅳ．ネパール・ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業、その他

＜ナラヤニアイケアプロジェクト概略＞

 ■ ナラヤニアイケアプロジェクト（NECP）は、1988 年 7月から 2010 年１月まで 22年間にわたって

行なわれたネパール政府機関との契約に基づくプロジェクトであり、ナラヤニ県の南部 3群の眼科医

療を充実させる事が目的であった。AOCAと日本テレビ（24時間TV）とNGO組織ネパールネトラジョー

ティサン（NNJS）の 3者が協力してその実行にあたった。

 ■ 当初活動の中心となったのはインド国境ビルガンジにあるケディア眼科病院で、飽浦（現AOCA理事長）

が 3年間長期滞在してケディア眼科病院の充実に努めた。7人の眼科助手を養成して、ヘルスポスト

への巡回診療、小学校検診、アイキャンプ等のフィールドワークを積極的に行った。その後 AOCA か

ら川口、黒田等数名の日本人が現地に滞在し 24時間 TVのスタッフと共にプロジェクトの発展に貢献

した。

 ■ 1997 年、プロジェクトは、ネパールにおいて最も白内障の失明者が多いゴール地区に 100 床の病棟、

手術棟、３棟のスタッフ官舎を持つゴール眼科病院を建設し、AOCA が育てた Dr. カドカが院長とし

て就任した。2000 年からは内藤理事をはじめとする多くの徳島大学の医師達が短期派遣されその指

導にあたった。また、2007 年には黒住基金や外務省補助金を使って僻地巡回診療バスを両病院に寄

贈した。さらに、2006 年～ 2008 年にニジガル、コトリア , ボジュプールにプライマリーアイケアセ

ンターを設置した。

 ■ 現在、ケディア眼科病院・ゴール眼科病院は、ネパール南部地域における基幹病院として、両病院合

わせて年間 3万人の白内障手術がおこなわれており、地域のコミュニティーを巻き込んだ失明防止活

動を展開している。
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１．手術器機の受入と設置（2011 年 4 月 1 日～ 2012 年 3 月 31 日）

Ⅴ．手術診療器機と手術消耗品の受入と設置

寄贈年月日 寄贈者 製　品 保　管 設置先（設置年月日）

2011 年 1 月 的場眼科 ( 和歌山市） 中古手術顕微鏡
( ツァイス S-2)

ネパール・ゴール
ゴール眼科病院
(2011 年 11 月空輸 )

2011 年 3 月 キーラン・ポークレル ツァイス　スリットランプ ネパール・ピラトナガー
ル OA 診療所
(2012 年 3 月 )

2012 年 3 月 市頭眼科 ( 広島市可部 ) ツァイス S-22 市頭眼科 ネパール
NNJS と交渉中

日時 設置機械 設置場所 経緯

2011 年 11 月 ニデック YAG ﾚｰｻﾞｰ装置 ゴール眼科病院
飽浦理事長が部品を日本に持ち帰ってニ
デックで修理。EArTH のアイキャンプ
隊が機内持ち込みで運搬

12 月
ツァイス手術顕微鏡

（新品に近い中古）
ゴール眼科病院

和歌山の的場眼科から寄贈。ゴール眼科
病院が運送費の大半を支払って空輸

2012 年 3 月 ツァイススリットランプ
ビ ラ ト ナ ガ ー ル の
OA 診療所

内藤理事が機内持ち込みで運び、NNJS
に寄贈

事業報告

以下にゴール眼科病院やその他の病院に設置した機械を示す。
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事業報告

２．手術消耗品の受入と消費

寄贈年月日 寄贈者 寄贈物品 数　量 消費地

2011 年６月 エイエムオージャパン㈱ 粘弾性物質 20 本 インドダラムサラアイキャンプ

8 月
HOYA（JICO を通じての寄贈・
浅野 Dr.）

HOYA YA60BB 57 枚 使用期限切れ等があり返品

8 月 よこやま眼科クリニック HOYA 眼内レンズ 8 枚
使用期限切れのもの、手術ト
レーニングで使用

10 月 千寿製薬㈱
オペリード 1.1ml
ピマリシン眼軟膏

30 筒
2 本

インドダラムサラアイキャンプ

10 月
ビーバービジテック　　　　
インターナショナルジャパン
㈱

ビーバーナイフ 20 本 インドダラムサラアイキャンプ

11 月 セイコーメディカル㈱
手術用滅菌ガウン
手術用滅菌手袋

40 枚
42 枚

インドダラムサラアイキャンプ

11 月 ㈱ニデック
硝子体灌流チューブ
空気灌流チューブ

1 箱
1 箱

インドダラムサラアイキャンプ

11 月 HOYA ㈱ 眼内レンズ 62 枚 インドダラムサラアイキャンプ

11 月 マニー㈱ 強膜縫着用針 2 箱 手術教育セミナー

1.　定期総会の開催 
日時　平成 23 年 6 月 11 日（土）17:30 ～ 18:30 
場所　西宮市上甲子園公民館　第 2 集会室 
講演　今後の AOCA のメイン活動となるネパールやそ
の他の国における眼科教育支援
2.　理事会の開催 
1) 平成 23 年　6 月 11 日（土）15:00 ～ 17:00 
西宮市上甲子園公民館 
2) 平成 23 年 12 月 10 日（土）17:30 ～ 18:30 
西宮市上甲子園公民館 
3) 平成 24 年　2 月 25 日（土）18:30 ～ 19:00 
西宮市中央公民館

3.　アイキャンプ壮行会・報告会 
壮行会：平成 23 年 12 月 10 日（土）西宮市上甲子園公
民館 
報告会：平成 24 年　2 月 25 日（土）西宮市中央公民館

Ⅵ．会議・会合
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決算報告 （2011 年４月１日～ 2012 年 3月 31日）

科　　目 2011 年度予算 2011 度決算 2012 年度予算 備　考
（資金収支の部）
 Ⅰ経常収入の部
正会員会費収入 1,000,000 1,190,000 1,190,000
賛助会員会費収入 1,000,000 990,000 990,000
会費収入計 2,000,000 2,180,000 2,180,000
アイキャンプ参加費収入 0 1,150,000
手術教育セミナー収入 0 3,099,911 4,320,000
事業収入計 2,000,000 4,249,911 4,320,000
企業等寄付収入 0 100,000
その他民間補助金収入 0 1,400,000
寄付金収入 3,500,000 3,256,019 3,256,000
寄付金収入計 3,500,000 3,256,019 3,256,000
受取利息 0 93
広告料収入 0 15,500 15,500
雑収入計 0 15,593 15,500
経常収入合計 5,500,000 9,801,523 11,171,500
Ⅱ経常支出の部
事業費計 4,814,000 8,711,803 9,320,000
・ダラムサラアイキャンプ活動費 1,150,000 2,238,450 1,300,000
・ゴール病院支援支出 400,000 236,680 240,000
・現地支援事業支出 1,240,000 243,240 200,000
・手術教育セミナー支出 0 2,955,099 4,580,000
・日本事務所管理 2,024,000 3,038,334 3,000,000 JICA 消費税返還金含む
管理費計 2,289,000 2,312,351 2,202,000
配送運搬費 30,000 77,509 70,000
給料手当 400,000 538,080 500,000
法定福利費 5,000 5,670 6,000
福利厚生費 3,000 3,276 3,000
会議費 3,000 6,235 5,000
旅費交通費 26,000 25,504 25,000
通信費 150,000 55,645 60,000
広告宣伝費 0 42,525 30,000
消耗品費 50,000 24,325 150,000
印刷製本費 200,000 320,207 200,000
会場費 10,000 3,780 5,000
諸会費 80,000 92,000 92,000
支払手数料 80,000 15,723 16,000
租税公課 0 1,412 0
負担金支出 1,200,000 1,058,500 1,020,000
雑費 30,000 19,960 20,000
法人税、住民税及び事業税 22,000 22,000 0
経常支出合計 7,103,000 11,024,154 11,522,000
経常収支差額 ▲ 1,603,000 ▲ 1,222,631 ▲ 350,500

（円）
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Ⅲその他資金収入の部
繰入金収入
その他の事業 65,000 65,436 0
Ⅳその他資金支出の部
その他収支差額 65,000 65,436
当期収支差額 ▲ 1,538,000 ▲ 1,157,195 ▲ 350,500
前期繰越収支差額 1,942,567 1,942,567 785.372
次期繰越収支差額 404,567 785,372 434,872
( 正味財産増減の部 )
Ⅴ正味財産増加の部
資産増加額
寄贈品受領額 0 1,374,957
資産増加額合計 0 1,374,957
正味財産増加額計 0 1,374,957
Ⅵ正味財産減少の部
資産減少額
当期収支差額 1,538,000 1,157,195
寄贈品消費額 0 2,837,673
資産減少額合計 1,538,000 3,994,868
正味財産減少額合計 1,538,000 3,994,868
当期正味財産増減額 ▲ 1,538,000 ▲ 2,619,911
前期繰越正味財産額 4,077,283 4,077,283
期末正味財産合計額 2,539,283 1,457,372

革新技術が生んだ、スマート、安価、高品質の手術トレーニングツール

「机太郎」手術トレーニングシステム

株式会社 Frontier Vision
〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 4-7
TEL 0798-68-6555 / FAX 0798-68-6556
E-mail: info@frontiervision.co.jp http://www.frontiervision.co.jp

製造・販売

Step 1 机太郎ドライラボ 初心者のためのスターターキット
自宅や医局の机の上で、CCC・核分割などの
フェイコ手術の基本器具操作を学習

Step 2 机太郎ウェットラボ 豚眼に代わる手術シミュレーションキット
フェイコマシンを使ったリアルな手術シミュレーションで
フェイコ手術のすべてを学習

Step 3 机太郎難症例ラボ 中堅術者のためのステップアップキット
フェイコ手術の難症例や白内障以外の多分野の手術技術を学習

1.破嚢処置 3.小瞳孔処置 ４.IOL 縫着 5.小切開 ECCE2.脱臼水晶体処置

手術トレーニング教室開催！
アジア眼科医療協力会（AOCA）、
日本国際眼科医療協力会議

（JICO) では、毎月第２、第４（金）
（土）（日）に、３台のフェイコマ
シンと８台のモニター付き顕微鏡
と机太郎や豚眼を使った、大学の
講師、教授クラスによる指導付き
のウェットラボ教室を開催してい
ます。

手術トレーニングルーム（西宮）

机太郎の購入とトレーニング教室の詳細については Frontier Vision まで。

決算報告
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事業計画 （2012 年４月１日～ 2013 年 3月 31日）

１．アイキャンプ
1) インド・ダラムサラアイキャンプは、籠谷理事、岡田理事の指導のもと継続する。

2) ネパールアイキャンプは、日本のNGO・EArTH やネパール人が主催するアイキャンプをサポートする形で行う。

 

　アイキャンプは、僻地患者の救済と、アイキャンプに参加する日本人の社会貢献意識や、人間としての資質向上

という２つの目的で行う。

２．手術教育・人材養成事業
1） ネパールやアジア諸国において、モデル眼「KITARO」を使った実践的手術教育セミナーを開く。

2） 日本国内において、AOCA 主催や AOCA/JICO 主催でモデル眼「KITARO」や豚眼を使った実践的手術教育セ

ミナーを開いたり、大学や学会、他団体が行う手術トレーニング講習会をサポートする。

3） AOCA/JICO 手術トレーニングルームにおいて、日本人や海外の医師に実践的手術指導を行う。

4） 海外の病院での手術トレーニングルームの開設の支援。

5） AOCA 自体の事業や他団体から依頼された事業として、海外からの研修生の日本国内での滞在と研修の全てを

アレンジする。 

３．ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業
　AOCA と日本テレビとの協働プロジェクトとして支援してきたゴール眼科病院やケディア眼科病院が、地域の基

幹病院として機能するように、人材派遣による技術指導や高度な医療機器の導入などの必要なサポートを行う。

１．インド・ダラムサラアイキャンプ
第 13 回ダラムサラアイキャンプ 

期間：期間：2012 年 12 月 27 日～１月２日（診療手術はそのうち４日）予定

２．ネパールアイキャンプ支援
　日本の NGO・EArTH（隊長：松山加耶子　関西医大）が主催するアイキャンプに資金及び人材支援を行う。

基本方針

Ⅰ．アイキャンプ及びその関連事業
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事業計画

１．日本及び海外の眼科手術実践セミナーの実施
あくまで予定であるが、モデル眼「KITARO」や豚眼を使って次の実践的教育事業を行うことを計画している。

2.　AOCA/JICO 手術トレーニングルーム（西宮）での教育活動
研修医から指導医迄、日本国内及び海外からの多くの医師を受け入れて、手術のスキルアップ、指導力アップをはか
り、熟達した手術医を養成する事で世界の失明防止に貢献する。
 
3.　海外の病院での手術トレーニングルームの開設の支援
　開発途上国の病院から要求があれば、中古超音波手術装置、実習用手術顕微鏡、モデル眼「KITARO」を備えた
手術トレーニングルームを病院の一室に整備して、手術が行える眼科医の養成に貢献する。
　開発途上国では、失明者の半数以上が白内障による失明で、手術により視力を回復できるケースがほとんどである。
熟達した途上国の眼科医は 1 人で約 5 千人の白内障患者の手術を行うので、手術が行える眼科医を育てることはその
国の失明者防止にとって非常に効果的である。
 
4.　海外からの研修生の受け入れ（手術研修プログラムの実施）
　海外の初心者に近い眼科医や海外で手術を指導する者が、日本で数日～ 2 ヶ月間滞在して手術技術や指導技術を身
につける研修プログラムを実施する。
　具体的には、AOCA/JICO 手術トレーニングルームで、モデル眼「KITARO」や豚眼を使った実践的手術トレー
ニングを受けながら、AOCA や JICO の関連病院を訪問して手術見学・指導を受ける。今までは、海外から医師が
日本に来ても手術を見て講義で学ぶだけであったが、モデル眼「KITARO」や手術指導学習マニュアルの開発によっ
て、実際にメスや機械を使った実践的手術教育が受けられるようになり、非常に効果的に手術技術を学ぶ事が可能で
ある。
 

Ⅱ．手術教育・人材養成事業

日時 名称 内容 場所 主催

2012 年 4 月
動物の眼科手術を考える実践的
ウエットラボセミナー

PEA, PEA 難症例（小瞳孔 ,
チン小帯断裂）、破嚢処理 , 

ECCE

大阪
エイエムオー

AOCA/JICO

10 月初
白内障手術
初級基礎トレーニングコース

PEA, ECCE, 破嚢処理
東京アルコン又は
東京エイエムオー

AOCA/JICO

11 月末
白内障手術中級者スキルアップ
コース

PEA 難症例（小瞳孔、チン
小帯断裂）、 ECCE, 破嚢処理、

IOL 縫着

東京アルコン又は
東京エイエムオー

AOCA/JICO

11 月末 徹底的実践セミナー in 大阪 PEA、ECCE、破嚢処理
大阪

エイエムオー
AOCA

12 月末 超音波白内障手術セミナー PEA 基礎、PEA 難症例、 
破嚢処理 ネパール AOCA/NNJS

12 月末 超音波白内障手術セミナー PEA 基礎、PEA 難症例、 
破嚢処理 ネパール

AOCA/ ティルガ
ンガ眼科病院
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１．ゴール眼科病院・ケディア眼科病院支援
　AOCA と日本テレビの協働プロジェクトの中で長い時間をかけて支援してきた、ケディア眼科病院とゴール眼科
病院が、ナラヤニ県南部のインド国境地帯における基幹病院として機能するように必要な支援を行ってゆく。具体的
には、1 年に 1 度 AOCA の人材を短期派遣して最新の手術研修指導を行う。また、大学からの研修指定病院として
機能し、若い研修医が最新の眼科手術が学べるような手術環境を整えることに資金や機械を支援する。

２．ゴール眼科病院、ケディア眼科病院で働く日本人眼科医の募集
　ゴール眼科病院、ケディア眼科病院は、短期・長期働いてくれる日本人眼科医を求めている。ネパールのこれらの
病院に限らず、アジアの開発途上国の僻地の病院で中長期に働く意志のある眼科医がいれば、AOCA はその滞在を
強力に支援する予定である。

Ⅲ．ネパール・ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業

バザー
　西宮市バザー（2013 年 3 月予定）に参加して、収益を上げ活動資金とする。AOCA 理事・関係者の皆様に 3 月に
向けてバザーに出品する品物（お中元の品など）を集めておいていただきたい。前期のバザーが雨で中止になり、そ
の時の品もあるため、目標集金額は 20 万円とする。

１．定期総会の開催
日時：2012 年 6 月 9 日（土）17：30 ～ 18：30　　場所：西宮市上甲子園公民館　第２集会室
講演：アジア地域での失明防止活動の計画案について
２．理事会の開催
日時：2012 年 6 月 9 日（土）15：00 ～　17：00　場所：西宮市上甲子園公民館　
日時：2013 年 2 月予定
３．アイキャンプ壮行会・忘年会
日時：2012 年 12 月予定
４．アイキャンプ報告会・懇親会
日時：2013 年 2 月予定

Ⅳ．その他の事業

Ⅴ．会議・会合

事業計画
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役員・顧問名簿

会長  西田　多戈止 一燈園当番
理事長  飽浦　淳介 串本リハビリテーションセンター所長、鳥取大学医学部臨床教授
副理事長 黒田　真一郎 永田眼科院長
  原　吉幸 原眼科医院副院長、大阪大学医学部臨床教授
理事  井口　博之 東淀鋼材株式会社会長
  岩橋　明子 日本ライトハウス会長
  植木　麻理 大阪医科大学附属病院眼科
  岡田　明 おかだ眼科院長
  籠谷　保明 かごたに眼科院長
  黒住　淑子 故黒住格前理事長夫人
  内藤　毅 徳島大学医学部眼科准教授 
  二宮　俶子 元二宮眼科院長 
  橋本　勝利 音戯工房代表
  牧野　芳久 牧野眼科クリニック院長
  松田　聡 仲上アイクリニック院長
  松本　英樹 眼科松本クリニック院長
監事…  大橋　敏夫 （株）サンコンタクトレンズ会長
  藤原　りつ子 あさぎり病院会長
顧問  井浪　智夫 （株）イナミ代表取締役
  小澤　素生 （株）ニデック代表取締役社長
  可児　一孝 滋賀医科大学眼科名誉教授
  湖崎　克 湖崎眼科アクティ大阪分院長
  雑賀　司珠也 和歌山県立医科大学教授
  塩田　洋 徳島大学名誉教授
  藤堂勝巳 兵庫県眼科医会会長
  中島　章 順天堂大学眼科名誉教授
　　  服部　吉幸 大阪府眼科医会会長
  安井　多津子 安井眼科診療所院長
  山口　洋徳 （株）はんだや代表取締役
　
名誉会員 岩橋　英行 ＡＯＣＡの提唱者（昭和 46 年 1 月 7 日付　朝日新聞紙上）
    元世界盲人福祉協議会副会長（WBWC）・元日本ライトハウス理事長
    ＡＯＣＡ初代理事長（昭和 47 年 4 月～昭和 57 年 1 月）
  高橋　幸男 元日本眼科医会副会長・元大阪府眼科医会会長
    ＡＯＣＡ第二代理事長（昭和 57 年～昭和 63 年）
  黒住　格 元市立芦屋病院診療局長・眼科部長
    ネパール眼科医会名誉会員
    ＡＯＣＡ第四代理事長（平成 7 年～平成 14 年 3 月）
  樋口　雄二 元大阪府眼科医会理事　・　ミャンマー担当
  立林　和枝 元眼科松本クリニック看護師長
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活動理念（暫定）我々の目指すもの

想う　Imagine
  紛争・テロ・貧困・飢餓…。国、民族、宗教、主義そして個人、それぞれのエゴがぶつかり合う…。それが 21
世紀の現実である。この比較的平和な日本の我々の日常のはるか向こうで、確かに存在している幾千万、幾億もの
苦しみや悲しみに想いを巡らせよう。もし自分や自分の家族がその国に生まれ、自分の生き方さえも選べず不幸の
うちに閉じ込められている人間の一人だったら…とありありと想像してみよう。
                                                                        

奉仕する　Serve   
自分の家族の者が目の前で苦しんでいるのを見て、黙って見過ごせる人がいるだろうか。我々は世界の問題を自分
や自分の家族の問題としてとらえ、世界の片隅で悲しみや苦しみを抱えて生きている人々が少しでも幸せに生きら
れるよう、何かの形で（我々の得意とする眼科医療の面）で奉仕しようと集まった。金と暇を持て余した人がする
のではなく、わずかばかりの無駄を省き、時間を作り、奉仕するのである。

尊ぶ　Respect 
  その人の思想、主義、宗教、生まれ、地位や貧富によらず、この地上に生きている一切の人を尊ぼう。大いなる
ものの下では、一人ひとりがかけがえのない崇高な命である。たとえテロリストと呼ばれる人間であっても…
                                              

内省する　Introspect                                                    
　立ち止まってよく考えてみよう。この世界の対立や争いの元は、我々自身の中に巣食っている貪欲であり憎悪で
あり過剰な利己心であることを。人間を不幸に陥れる問題の根は我々自身の中にあり、その解決への道も我々自身
の中にあることを。我々一人ひとりが、心の中に争いの種を持たない、真に優しい人間にならない限り、平和な世
界はやってこないのである。 
                                    

志す　Aim                
　大袈裟かもしれないが、我々の活動は、争いのない幸せに満ちた世界を実現する為の人類の未来をかけた一つの
運動であると考えよう。好きでなくても多少の危険があっても行わなければならない、ヒューマニズムに根ざした
運動であると位置付けよう。我々地球市民の一人ひとりが、小さな草の根のところから立ち上がらねば、この地球
は不信と憎悪と暴力の連鎖の中に滅びるであろう。                                                                 

楽しむ　Enjoy
　私達の日々の活動においては、決して怒らず、争わず、大声を張り上げず、眉間に皺を寄せず、辛いことを率先
して行い、みんなで楽しく和やかに行うことを旨としよう。 そうしてまず、私達の周りの小さな世界を、争いの
ない喜びに満ちた
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※事業報告書ここまで


	空白ページ



